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平成 19年 8月 17日 

各  位 

 

会 社 名 ケネディクス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 川 島   敦 

（コード番号 4321 東証１部） 

問い合わせ先 取締役CFO 吉 川 泰 司 

電 話 番 号 （03）3519-2530 
 

（訂正）「平成 19年 12 月期 中間決算短信」一部訂正について 
 

平成 19 年 8 月 14 日発表の「平成 19 年 12 月期 中間決算短信」につき、一部訂正を要する箇所があり

ましたため、下記のとおり、修正させていただきます。なお、訂正箇所は下線にて示しております。 
 

記 
 

【21 ページ】 

４ 中間連結財務諸表 

(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

（訂正前） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

  (省略)  

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

140 140 8,562 42 8,802 

  (省略)  

 
 
（訂正後） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

  (省略)  

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

140 140 8,562 △42 8,802 

  (省略)  
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【26ページ】 

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 （省略） （省略） 

（2）持分法適用の関連会社数59社 

（省略） 

前連結会計年度まで子会社で

あった㈲ケイアンドブイイン

ベストメント他2社は当中間連

結会計期間に持分の一部を譲

渡したため関連会社となって

おります。  

  

 
 
（訂正後） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 （省略） （省略） 

（2）持分法適用の関連会社数59社 

（省略） 

前連結会計年度まで子会社で

あった㈲ケイアンドブイイン

ベストメント他2社は当中間連

結会計期間に持分の一部を譲

渡したため持分法適用関連会
社となっております。  
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【36ページ】 

(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

(省略) 
 

(省略) 

 

(省略) 

 

  （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改正） 

当連結会計年度から、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準適用指針第

8号）、改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正

平成17年12月27日 企業会計基準

第1号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 

最終改正平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第2号）を適用し

ております。 

(省略) 

 

  （連結の範囲に関する変更） 

(省略) 

  従って、当中間連結会計期間は従来

の方法によっており、当中間連結会

計末は、変更後の方法に比べ、 

(省略) 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

(省略) 

 

(省略) 

 

(省略) 

 

  （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改正） 

当連結会計年度から、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準適用指針第

8号）、改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正

平成18年8月11日 企業会計基準第

1号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年8月11日 企業会計

基準適用指針第2号）を適用してお

ります。 

(省略) 

 

  （連結の範囲に関する変更） 

(省略) 

  従って、当中間連結会計期間は従来

の方法によっており、当中間連結会

計期間末は、変更後の方法に比べ、 

(省略) 
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【60ページ】 

(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

  (重要な後発事象) 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

(省略) 

 

(省略) 

１ 匿名組合出資金の取得による子

会社化 

  （シャテルドン・インベスターズ・

ワン及びシャテルドン・インベスタ

ーズ・ツー） 

  (3) 取得資金の調達方法 

取得資金については、金融機関か

らの借入等により調達いたしまし

た。 

 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

(省略) 

 

(省略) 

１ 匿名組合出資金の取得による子

会社化 

  （シャテルドン・インベスターズ・

ワン及びシャテルドン・インベスタ

ーズ・ツー） 

  (3) 取得資金の調達方法 

取得資金については、自己資金等

により調達いたしました。 

 

 

 



 6 

【73ページ】 

５ 中間個別財務諸表 

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  (会計処理の変更) 

（訂正前） 

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

(省略) (省略) (省略) 

  （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改正） 

当事業年度から、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準適用指針第

8号）、改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正

平成17年12月27日 企業会計基準

第1号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 

最終改正平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第2号）を適用し

ております。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は、35,218百万円であります。 
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（訂正後） 

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

(省略) (省略) (省略) 

  （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準等の一部改正） 

当事業年度から、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準適用指針第

8号）、改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正

平成18年8月11日 企業会計基準第

1号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年8月11日 企業会計

基準適用指針第2号）を適用してお

ります。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は、35,218百万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度は、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

 

 

 

 

【76 ページ】 

（訂正前） 

(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

（訂正後） 

(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

 

 

 

以上 


